
宮古島市におけるさやいんげん産地育成・強化
活動期間：平成29年度～(継続中)

○ 宮古島市では、補助事業による施設整備や新規就農に係る支援事業の
実施により、栽培面積及び栽培農家戸数が増加している。また、わい性さや
いんげんの長期どり栽培（節間伸長処理栽培）に取り組み、単収向上を目
指しているが、農家間の格差もあり課題である。

○このため地域農業振興総合指導事業を活用し、産地リーダーの育成、栽培
技術の高位平準化、産地協議会との連携強化に取り組んだ。

○その結果、面積及び出荷量が増加、30年1月には拠点産地に認定された。

具体的な成果

１ 作付け面積及び出荷量の増加
■さやいんげんの作付け面積増加

H28年期 3.4ha → H29年期 4.5ha
■さやいんげんの出荷量増加

H28年期 79.9t → H29年期 93.6t

２ 品質及び産地力の向上

■宮古島市さやいんげん拠点産地認定
30年1月に拠点産地に認定

■県野菜品評会の２年連続でサヤインゲン
（関東）の部で、金賞と銅賞受賞

３ 産地リーダーの育成
■産地リーダーの意識醸成

市場関係者との意見交換や販促活動へ
の積極的な参加がみられた。

普及指導員の活動

平成29年度～
■推進会議において、年間活動計画作成

合意形成をはかる。

■県関係機関及びJAと連携し、講習会や現
地検討会の内容の充実

■JAインゲン専門部会の計画的な作付け
実施支援

■産地の課題解決を目的とした、先進地
視察等研修実施

■技術情報誌を発刊し、栽培時期に応じ
た技術的情報の発信

■生産環境改善取り組み支援として、生
産工程管理（GAP）に関する情報提供

普及指導員だからできたこと

・野菜専門員、農業研究センターや病害
虫防除技術センターなどの県機関や宮古
島市、JAなど、関係機関が連携した取り
組み実施

・農業研究センターの研究成果や、他県
の情報などを取り入れ、産地の課題解決
に向けた実証展示圃設置

沖縄県
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沖縄県

宮古島市におけるさやいんげん産地育成・強化

活動期間：平成２９年度～（継続中）

１．取組の背景
宮古地区において、さやいんげんは冬春期における県外出荷の主力品目で

あり、市場要望も高く生産拡大が求められている。また、近年、補助事業に

よる施設整備や新規就農にかかる支援事業の実施により、新規就農者を含む

栽培農家及び栽培面積も増加している。しかし、農家間における栽培技術の

、 。 、格差が見られることから 栽培技術の高位平準化が課題となっている また

宮古島市さやいんげんの産地育成に向け、宮古島市野菜産地協議会を中心と

した活動を展開する必要がある。今回、地域農業の自主的な活動を促進する

ため地域農業振興総合指導事業を活用し、産地リーダーの育成、栽培技術の

高位平準化、産地協議会との連携強化に取り組んだ。

２．活動内容（詳細）
地域農業振興総合指導事業を活用し、宮古農業改良普及課、農業研究セン

ター宮古島支所、病害虫防除技術センター宮古駐在、宮古島市、 おきなわJA
宮古地区営農振興センター、 インゲン専門部会、農業士と連携して以下のJA
課題に取り組んだ。

（１）産地リーダーの育成

年目は、 インゲン専門部会の部会長、副部会長及び農業士を生産1 JA
農家代表として位置づけ、市、 、県（営農支援課専門員、農研センタJA
ー支所 病害虫防除技術センター駐在 普及課 の関係機関を構成とした、 、 ）

。 （ 、 、 、 、推進会議を設置した 課題や目標 栽培農家数 栽培面積 出荷量 単収

秀品率）を共有し、合意形成を図った。

年目は 特に市場視察研修での情報交換を行い さやいんげんを取り2 、 、

。 、 、巻く状況等を把握することができた また さやいんげんレシピを作成し

消費者と向き合った販売活動を実施するなど 産地育成に向け 部会員の、 、

意識醸成が図られた。

（２）栽培技術の高位平準化

インゲン専門部会と連携した活動を実施し、栽培後の出荷報告会やJA
栽培前の作付懇談会では 計画的な作付けや安全・安心な農作物づくりに、

向け 情報誌 さやいんげんみゃーく通信 を作成し 周知徹底に取り組、 「 」 、

。 、 、 、 、んだ また 栽培技術支援では 土づくり講習会や栽培講習会 目揃え会

現地検討会を開催した 特に 野菜専門員や農研センター等関係機関と連。 、

、 。携し わい性さやいんげんの節間伸長処理栽培技術の向上に取り組んだ



、 、2 年目は 現地で課題となっているさやいんげんの新葉黄化症について

関係機関と連携し 対策等について部会員へ周知・共有することができ、

た また 実証展示ほを実施し さやいんげん節間伸長処理栽培技術の支。 、 、

、 、 、 、援を行い 高温対策では 遮光・遮熱資材を活用し 労働環境改善も含め

効率的収穫作業の検討をあわせて行うことができた。

（３）産地協議会との連携強化

年目は、市、 等関係機関を網羅した産地協議会の活動を支援し、1 JA
宮古島市野菜産地協議会さやいんげん振興班を中心とした推進体制を整

備、 インゲン専門部会と連携した取り組みができた。JA
年目は 宮古島市さやいんげん拠点産地認定に向け 関係機関と連携2 、 、

GAP GAP JAした取り組みができた また 農場評価や 展示ほを実施し。 、 、

部会員へ現地検討会や情報誌で周知するなど生産環境改善に向け取り組

。 、 、んだ さやいんげん販促活動として 料理の試作やレシピ作成支援を行い

県外・島内消費拡大に向けた取り組みができた。

３．具体的な成果（詳細）
（１）さやいんげん出荷量等の増加（ 年期）29

、 。栽培農家数及び栽培面積の増加等により 出荷量等は増加傾向である

・栽培農家数：目標 戸→実績 戸53 57
390a 450a・栽培面積 ：目標 →実績

・出 荷 量：目標 ｔ→実績 ｔ89 93.6

（２）品質及び産地力の向上

産地協議会等関係機関で沖縄県野菜品評会の出品支援を行い 毎年開催、

される おきなわ花と食のフェスティバル においては 色のり 揃い等「 」 、 、

、 、 （ ）品質で高評価を得 年度沖縄県野菜品評会でサヤインゲン 関東29 30
部門で、金賞と銅賞を受賞している。

また 年度には インゲン専門部会の活動が評価され 野菜産地、 、 、30 JA
活動ブランド化貢献部門で表彰を受けた。



（３）産地リーダーの育成

推進会議や産地協議会において 生産者代表として位置づけ 市場関係、 、

者との意見交換や販売促進に向けた活動へ参加することで 産地リーダー、

として意識醸成を図ることができた。

４．農家等からの評価・コメント
（ インゲン専門部会役員Ｕ氏）JA

関係機関による栽培講習会や専門員による定期的な現地検討会は 部会員の、

技術向上につながっていると思う 市場報告会では 宮古島産インゲンの評価。 、

等も聞けて、大変よかった。今後、他市場の情報や早出し（ 月出荷）など11

の情報を得ながら、インゲンの生産振興に努めていきたい。

（指導農業士Ｓ氏）

拠点産地を目指す取り組みがあることで 産地全体としてもレベルアップで、

きることはいいと思う 特に視察研修では 新しい情報も収集できたことは良。 、

かった。新規部会員等への技術指導も引き続き協力していきたい。

５．普及指導員のコメント
（農業改良普及課 普及指導員）

関係機関の協力を得ながら インゲン専門部会 農業士との連携した活動JA 、

ができた 栽培講習会等では 部会員への呼びかけを重視した結果 さやいん。 、 、

げん産地としての意識醸成につなげることができた。

また 宮古島市野菜産地協議会の活動を支援することで さやいんげん振興班、 、

を中心とした拠点産地に向けた推進体制を構築することができた。

６．現状・今後の展開等
今後も引き続き、関係機関との連携を強化して、産地リーダーの育成、栽

培技術の高位平準化、産地協議会との連携強化に取り組む。

また、新規就農者等の新規栽培農家については、農業士等の協力を得なが

ら、技術向上や就農定着に向けての支援を継続する。
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